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あけましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いします。
私「森ペン」は横須賀市議員になり今年の4月で10年になります。
皆様方には、日頃大変お世話になりありがとうございます。
議員としても、徐々に責任の重さを痛感している次第でございます。
今年はいよいよ9月に老健（老人保健施設）がスタートします。
また、平成12年5月「しんわ福祉サービス」をはじめて、
来年には10年目をむかえます。
(有）カイセイとしてスタートした「介護」の仕事も今はグループとなりました。
紹介しますと・・・・
(株）しんわ
・福祉総合
・有料老人ホーム
・かまどや（弁当）
・ショップ99（ミニスーパー）
・しんわジム(総合格闘技)
・よこすか家（休業中）
医療法人しんわ全人会
・しんわ全人クリニック(富士見町)
院長：浅賀久照（元横須賀市保健所長）
・老人保健施設 しんわ走水荘(21年9月オープン.建物は7月末完成予定）
理事長：小原俊夫（元横須賀市保健所長）
事務長：森ひで子（元横須賀市職員）
(有）きたさと
・介護の仕事
・車の修理(日の出町

しんわ高橋自動車)

(有）しんわコンビ
・ミニストップ（川崎小田店）
(有）SGC
・不動産（しんわハウジング 本町）
従業員は、常勤・非常勤等で約340人、9月には400人を超える予定です。
4月には、しんわジムの格闘技選手2名が入社します。体力には自信のある若者が、階段
や高台に位置する住宅にお住まいの方、困っている方のために「おんぶ・だっこ」によ
る支援をします。
どうぞご期待ください。

森ペン

「しんわ老健」報告・・・２階が立上りそろそろ３階の床工事となります

完成（外観）イメージ図
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老人保健施設しんわ走水荘を紹介します。
走水の丘に9月1日オープン予定です。
(1）定員
入居者100名・デイサービス30名
(1）定員

1階（玄関付近）工事中

①温泉付きホーム

水
走

(2）特徴
(2）特徴

３階から目下を撮影

お風呂は地下85ｍから温泉をくみあげて沸かして使用します。
日の出から夕日までが眺められ、富士山・東京湾の
「素晴らしい眺め」を堪能。
目下には、行きかう船を見て、緑と海のコントラストは素晴らしい景観。
空気が澄んでいるときは、横浜・東京・千葉が見えてまるで箱庭のよう。
空の雲の変化も四季を通し、いろいろな雲が見れる。
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②日本で一番の景色（森ペンの感想）

③退去後は・・・
通常、老人保健施設は６ｹ月位で退去となりますが、
その後は、しんわの有料老人ホームへ入居できますのでご安心を。

④屋上の開放
天気の良い時など家族と一緒に「海軍カレー」「スープカレーラーメン」他
食べられます。

(3）申込み
(3）申込み
4月頃から受付けがはじまります。
入居希望の方はどうぞ気軽にご相談を。
同時に働く仲間も募集しています。新規オープンとして新しい歴史を作りませんか。
良い仲間で良い仕事をしてみませんか。

横須賀市議会報告･･･視察報告（平成20年10月28日～30日）

視察都市等及び視察項目
①多治見市・・・多治見市健全な財政に関する条例について
19年12月14日 多治見市議会定例会で「多治見市健全な財政に
関する条例」が制定された。
今後の少子高齢化を考えると歳入基盤が弱く通常経費の削減、
事業スケジュールの見直しも困難でした。
こうした課題を克服するため「健全な財政に関する条例」を制定。
市民にわかりやすい財政の数値を公表し、市長とともに４年間
市の財政を運営し実行可能性を支えいきます。
本市も多治見市を見習って財政をわかりやすくし、市民ともども
財政の健全を図りたい。
②倉敷市・・・車両維持管理業務の市場化テストについて
官民競争入札制度は、市町村では初めての取組みである。
これまで「官」が実施してきた行政サービスを「官」と「民」が対等
な立場で競争入札に参加し、質と価格の両面で最も優れた者が、
そのサービスの提供を担っていくこととする。
この制度の拡充は前例主義に陥りがちでコスト意識に希薄な市職員に
大きな一石を投じるもので、市職員の意識に大きな変革を促し、
結果として市民福祉の向上に大きく寄与するものであると評価されて
いる。
本市も官の行っているもの・委託を含めて官民の競争として、
市民に最小の経費で市民へのサービス向上に努力することが大切と考える。

③池田市・・・地域分権制度について
地域分権制度はじまります。
各地域（校区）に必要な事業を地域の提案により実施する。
市民税の1％（約7,000万円）を予算と定め「地域コミュニティ推進協
議会」に権限が付与される制度です。
市は協議会から提出された予算提案書について、法律・条例との適合
性や公平性の確保、現行制度との整合性等の観点から審査し、必要に
応じて協議会と調整し実行します。
市民が町内・地域の事を考えて行動していくわけだから、本市も導入
できるかどうか検討をする事が大切と考える。
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居宅介護支援

訪問介護サービス

訪問入浴サービス

訪問看護サービス

・ケアプラン作成
・介護認定の申請代行

・調理、洗濯、掃除、買い物
・食事、排泄、入浴、清拭

・自宅で安心して入浴
・看護師、ヘルパーが訪問
・タオル・バスタオルは無料

・看護師が訪問
・必要に応じてリハビリ

通院・外出介助サービス

福祉用具レンタル・販売

ミニホーム

デイサービス

・病院への通院や院内介助
・病院、施設への入退院に
・買い物やお散歩

・介護用具全般
・適した福祉用具選びを提案
・日曜、祝日も営業

・家庭的なホーム
・ケアプランは行ないます

・日常動作訓練、リハビリ
・入浴
・疾病予防に
・外出、レクレーション

SHOP99横須賀公郷町店

本家かまどやしんわ安浦店

しんわ弁当

24時間営業・新鮮！安心！
いつでも99円
横須賀市公郷町2-11-8
TEL:046（850）6936

炊きたてのご飯に出来たての
おかず真心こめて
横須賀市安浦町3-24
TEL：046（820）2780

・無添加で栄養バランスを
考えた和食中心のメニュー
・糖尿病や肥満でお悩みの
特別メニューもご用意

内科・小児科・リハビリ科
院長 浅賀久照
横須賀市富士見町１－５
TEL：046（827）1940

しんわクリーンサービス

SHINWAフィットネスジム

しんわ高橋自動車

しんわサンセットヒル松崎

生活便利アドバイザー
・草刈り
・買物代行
・荷物運び ・ゴミ処理
・掃除
・害虫駆除

☆ヨガ教室☆総合格闘技教室
☆マシーントレーニング
横須賀市公郷町2-11-8
TEL：046（８51）1205

店長 高橋誠吾
横須賀市日の出町３－１３
TEL:０４６（８２３）０４１２

・デイサービス ・ホーム
温泉が大好評

不動産賃貸・売買・仲介・不動産コンサルティング
（有）SGC
神奈川県知事（1）第24979号

☆学生さん向けの物件も豊富
☆ベース向賃貸物件募集中

BASEﾒｲﾝｹﾞｰﾄ

SHINWA
ハウジング
NIPPON
ﾚﾝﾀｶｰ

ROUTE 16
for 汐入
横浜

for 大津
久里浜

Shell GAS STATION
for KEIKYU LINE
横須賀中央駅

〒238-0041 横須賀市本町1-15
TEL：046-826-2326
営業時間：9：00～18：00
休日：日曜日

しんわ全人クリニック

静岡県賀茂郡松崎町江奈574-3

TEL：0558（43）3100

新規職員大募集！
施設介護職員
資 格 ： ヘルパー2級以上
時 間 ： 24時間4交代制 （週40時間）
給 与 ：月給174,000円～（夜勤手当別途）
勤務地 ： 横須賀・三浦・葉山
介護施設内のお手伝い
資 格 ： 無資格可
時 間 ： 1日３時間以上（応相談）
時 給 ： 800円～
勤務地 ： 横須賀・三浦・葉山
夜勤専門介護スタッフ
資 格 ： 無資格可（週1回から受付けます）
時 間 ：①17：00～翌9：00 ②22：00～翌8：00
日 給 ：①16,500円
②10,000円
勤務地 ： 横須賀・三浦・葉山

指定居宅介護支援事業所 指定訪問介護事業所 指定訪問看護事業所 指定訪問入浴介護事業所 指定福祉用具貸与事業所

〒238-0012

横須賀市安浦町3-17

